
No.1

陸協 茨城 コード 08 競技会名　 コード 15081002 審判長

主催団体 競技場名 コード 083070 記録主任

06/07 男子 予選 1 -0.1m 1 藤枝  匡哉 水戸農 12秒30 2 寺門  広貴 翔洋学 12秒83 3 酒井駿太朗 水南定 12秒98 4 海老澤大介 石岡一 13秒26
100m

5 林    浩稀 鹿島灘 13秒52 6 佐藤  洸瑠 水平成 14秒51 中内  和輝 古河一 欠場

06/07 男子 予選 2 -1.6m 1 大柳  和善 翔洋学 12秒56 2 菅野    匠 鹿島灘 12秒70 3 久保田寛志 翔洋学 12秒94 4 雨貝  拓樹 水南定 13秒93
100m

5 園田    壮 鹿島灘 13秒97 6 森田    紳 古河一 14秒52

06/07 男子 決勝 -2.9m 1 藤枝  匡哉 水戸農 12秒29 2 大柳  和善 翔洋学 12秒50 3 菅野    匠 鹿島灘 12秒69 4 久保田寛志 翔洋学 12秒98
100m

5 酒井駿太朗 水南定 13秒18 6 寺門  広貴 翔洋学 13秒26 7 海老澤大介 石岡一 13秒62 8 林    浩稀 鹿島灘 13秒72

06/07 男子 予選 1 -0.9m 1 藤枝  匡哉 水戸農 25秒53 2 横田  拓真 鹿島灘 26秒43 3 飯塚  龍汰 翔洋学 26秒77 4 雨貝  拓樹 水南定 29秒64
200m

5 西本きよし 古河一 30秒37

06/07 男子 予選 2  0.0m 1 青野  智宥 鹿島灘 26秒04 2 大柳  和善 翔洋学 26秒06 3 徳永  将稀 翔洋学 26秒76 4 海老根大士 水南定 27秒00
200m

中内  和輝 古河一 欠場

06/07 男子 決勝 -0.9m 1 藤枝  匡哉 水戸農 24秒73 2 青野  智宥 鹿島灘 25秒85 3 横田  拓真 鹿島灘 26秒09 4 海老根大士 水南定 26秒32
200m

5 飯塚  龍汰 翔洋学 26秒92 6 大柳  和善 翔洋学 29秒17 7 雨貝  拓樹 水南定 30秒66 徳永  将稀 翔洋学 欠場

06/07 男子 決勝 1 森田    紳 古河一 1分21秒45 2 西本きよし 古河一 1分22秒74 徳永  将稀 翔洋学 欠場 栗田  和人 翔洋学 欠場
400m

谷田部勇次 水南定 欠場

06/07 男子 決勝 1 酒井駿太朗 水南定 2分36秒15 2 折笠  元紀 鹿島灘 2分44秒06 3 須藤  寿光 鹿島灘 2分44秒82
800m

06/07 男子 決勝 1 小松崎洋平 翔洋学 4分49秒38 2 青柳  隼斗 水平成 5分05秒53 3 谷田部勇次 水南定 5分06秒88 4 生井澤直樹 鹿島灘 5分12秒03
1500m

06/07 男子 決勝 1 生井澤直樹 鹿島灘 22分29秒94 2 折笠  元紀 鹿島灘 24分55秒12
5000m

06/07 男子 決勝 久保田寛志 菅野    匠 河野  有亮
4×100mR 1 徳永  将稀 翔洋学 49秒33 2 青野  智宥 鹿島灘 49秒70 3 鯨岡    竣 水平成 53秒72

寺門  広貴 園田    壮 佐藤  洸瑠
大柳  和善 横田  拓真 青柳  隼斗

06/07 男子 決勝 寺門  洋人 生井澤直樹
4×400mR 1 徳永  将稀 翔洋学 4分13秒26 2 林    浩稀 鹿島灘 4分27秒71

飯塚  龍汰 折笠  元紀
小松崎洋平 須藤  寿光

06/07 男子 決勝 1 鯨岡    竣 水平成 1m45 2 河野  有亮 水平成 1m40 3 染谷  瑠希 古河一 1m30
走高跳

06/07 男子 決勝 1 寺門  広貴 翔洋学 5m04 2 寺門  洋人 翔洋学 4m90 3 鴨志田凌輔 古河一 4m42 4 海老澤大介 石岡一 4m41
走幅跳 +1.0m +0.5m +1.7m -0.4m

5 染谷  瑠希 古河一 4m27 鯨岡    竣 水平成 欠場 栗田  和人 翔洋学 欠場
-0.7m

06/07 男子 決勝 1 海老根大士 水南定 8m99
三段跳 +0.8m

トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表

平成27年度茨城県高校定時制通信制陸上競技大会 廣瀬　貴紀

茨城県高体連・茨城陸協 石岡市陸上競技場 柴田　克英

日付 種目
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順
位

競技者名 所属 記録
順
位
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No.2

陸協 茨城 コード 08 競技会名　 コード 15081002 審判長

主催団体 競技場名 コード 083070 記録主任

トラック・フィールド種目・予選・準決勝・決勝・記録表

平成27年度茨城県高校定時制通信制陸上競技大会 廣瀬　貴紀

茨城県高体連・茨城陸協 石岡市陸上競技場 柴田　克英

日付 種目
レー
ス区

組 風速
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

競技者名 所属 競技者名 所属 記録記録
順
位

競技者名 所属 記録
順
位

06/07 男子 決勝 1 小室  大地 翔洋学 10m77 2 小幡  隆寛 翔洋学 9m08 3 石川    麗 古河一 8m70 4 薄井  悠人 翔洋学 8m41
砲丸投[6.0kg]

5 中泉  新一 鹿島灘 7m27 6 大関  啓太 古河一 7m10 7 野口  弘大 鹿島灘 6m53 河野  有亮 水平成 欠場

06/07 男子 決勝 1 小幡  隆寛 翔洋学 28m55 2 園田    壮 鹿島灘 22m69 3 青野  智宥 鹿島灘 21m53 4 野口  弘大 鹿島灘 15m51
円盤投[1.75kg]

06/07 女子 決勝 +0.6m 1 黒島  愛子 古河一 16秒62 2 佐藤  麻衣 水南定 16秒93
100m

06/07 女子 決勝  0.0m 1 園田  優美 古河一 34秒44 2 関口あいら 古河一 36秒00
200m

06/07 女子 決勝 1 小松  京香 鹿島灘 3分20秒93 篠塚  麻花 鹿島灘 欠場
800m

06/07 女子 決勝 山口  真佐
4×100mR 1 園田  優美 古河一 1分06秒69

関口あいら
黒島  愛子

06/07 女子 決勝 1 黒島  愛子 古河一 1m25 出頭  百恵 水南定 記録なし
走高跳

06/07 女子 決勝 1 石川  未歩 翔洋学 3m68 2 菊池  成美 翔洋学 3m07 3 関口あいら 古河一 2m72
走幅跳 +0.6m +0.6m 0.0m

06/07 女子 決勝 1 佐々木未来 翔洋学 6m86 2 園田  優美 古河一 6m62 3 山口  真佐 古河一 6m32 4 佐藤  麻衣 水南定 5m08
砲丸投[4.0kg]

5 出頭  百恵 水南定 4m60

06/07 女子 決勝 1 小松  京香 鹿島灘 12m18 篠塚  麻花 鹿島灘 欠場
円盤投[1.0kg]


